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沖縄における森林と水土保全

中 野 秀 章

1. まえがき

さきごろ農林水産技術会議の依頼で沖縄県を訪れ，沖縄本島の森林と水土

保全問題について見聞する機会を得た。その見聞にもとづき向島における水

土保全問題の実態を整理し，これに対する森林の寄与の必要性を考え，これ

から同地方における今後の森林水土保全研究の課題と方法の要点を検討して

みた。短時日の見聞で正確さと妥当性に不安があるが，「たたき台」の提供

という程度であえて述べる。

2. 沖縄本島における水需要

沖縄県の水需要は農業用，上水用，工業用である。

【農業用水】

農業は本県の基幹産業で，その中心はさとうきび栽培である。水利が悪い

ため，元来水田は少なかったが， 昭和38年世界的砂糖不足に際して，水田の

多くがさとうきびに転換された。現在，作付面積は 3万haにも及んでいる。

そしてさとうきびの生産が“基地経済”および観光産業とならんで沖縄の経

済を左右するようになった。その重要性にもかかわらず，その生産額は年に

よって大きく変動する。濯概施設が未整備のうえ，台風あるいは梅雨性降雨



50 

によ る雨量の変動によ って収穫量が大きく増減するためである。昭和46年に

おける80数年振りの大干ばつでは未曾有の大減産と なった。もとも とハワイ

の10a当り20tにも及ぶ収穫量に対して本県では一般に 7～8t程度と い

う。 その主要原因の一つは水条件の不利にあると いわれている。

昭和46年現在，県下の耕地面積は畑地約3万9,000 ha，水田約2,500 ha, 

樹園地約6,000 haで， このうち濯紙面積は水田2,500ha，畑地600haで， その

用水量は 24万l,000 m3／日， うち本島分 7万8,000m3／日と なっている。 現

在，小規模ダム39基を有するが，これら貯水池の対象はほとんど水田で，畑

地については港紙施設が非常に不備である。今後その画期的整備が必要なこ

とは自明である。

昭和46年現在，年間農業用水量3,745万msと推定されているが，集約なさ

とうきび栽培その他の農業の振興によって需要が増加することは明らかで，

県の振興計画では昭和56年に全県の 1日当たり需要量は 57万ms, うち本島

分22万3,OOOmへそれぞれ年間量に して約8,800万m3，約3,500万m3と推定

している。ともかくこの需要のための水源の確保が必要となる。

【生活用水】

沖縄本島の人口は昭和46年現在約85万，その約86%が中 ・南部の丘陵地と

平地に住み，その過半は都市住民である。

昭和43年の琉球政府資料によると，沖縄全域の上水給水量は 19万1,000

ms；日（7,000万ms／年〉，このうち11万9,000m3／日が琉球水道公社による給水，

7万2,000m3／日が地下水，湧水， 渓流水の直接利用となっている。 7,000万

ms；年は 1人 1日 0.2m3に相当する。本土の平均上水道給水量0.322m3 （昭

和43年現在）にくらべて約6割で，この対比から明らかに想像されるよう

に，この年以降の上水需要の増加は明らかであった。事実，昭和40年から 5

ヵ年の琉球政府水道公社の年間浄水販売量は年々十数%で伸びていった。昭

和46年現在，県全体の生活用水は1日当た り約22万ma, 年間 8,012万m3と

なっている。

生活水準の向上と都市化の進展（とくに中 ・南部地域における〉に伴い，

今後も上水需要の増大は著しいと見られ，現に県の沖縄振興計画によると昭

和56年における本島中 ・南部地域の 1日1人当たり最大需要量は0.5m3，北

部で 0.4m3，県全体の 1日当たり平均需要量は44万8,000m3, うち本島分41
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万msと予想、されている。これを年間量にする とそれぞれ約1億6,300万ms,

1 億5,000万m• となる 。

一方，降雨の時期的分布が著しく不均衡のため，年平均雨量2,300mmと

いう豊富さにもかかわ らず， しばしば干ばつに見舞われる。昭和46年の大干

ばつは都市生活を可能なぎりぎりの線まで追い込み，鹿児島から水を輸送す

るという事態まで起こった。

上水需要増大への対処と安定供給のための水源の確保もまた緊急事であ

る。

【工業用水】

沖縄県の工業には現在のところみるべきものはない。昭和43年現在出荷額

約 860億円，その半ばは砂糖 ・パイナッフ勺レ耀詰などの食料品工業，他は窯

業 ・木工業・製材業・縫製業等の軽工業で，大量水消費型工業はいまだな

く ， かっ小規模工業で， その水需要は年2,000万m• 程度であ った。 しか しな

がら沖縄県の経済的発展のためには，今後かなりの工業の導入が必要と考え

られ，その導入による水需要の増加もまた必至であり，現に昭和46年には約

2,500万m• に増加してお り ，さらに前記の振興計画によれば昭和56年には新

現工業の立地に伴って全県の工業用水需要は大幅に増加し， 1日当たり27万

5, 000m3，うち本島分23万9,000m8，それぞれ年間量にして約 1 億m• , 8, 700 

万m• となる。

結局，昭和46年現在，生活用水 8,012方mヘ工業用水2,500万m•，農業用

水3,745万m• が，昭和56年にはそれぞれ約 1 億 6,300万ms, l 億m•, 8, 800 

万m• と約 2 倍， 4倍， 2.4倍と増加すると推定されている。

以上の需要に対する供給は河川水，地下水の上水道，簡易水道，工業用水

道による給水である。このため復帰前の琉球政府は精力的に水道事業を実施

してきた。復帰後，固と沖縄県がこれを引きついで，水供給施設の整備が鋭

意進められている。その中心はダム群の建設と送 ・配水管の施設である。 現

在まず福地ダムが国によって建設されており，この完成によって昭和49年以

降 1 日当たり 12 . 5万m•，年間4,500万m•の供給増が見込まれている。

しかしながら上述の需要増が起これば，なお不足は明らかである。したが

って福地川に引きつづき安波川ほかの北部15河川におけるダム建設が，ある

ものは設計を終り，あるものは検討されており，さらに塩屋湾河口ダムが考



52 

えられている。さらに他の内湾の渓水化の意見も提出されている。以上16河

川ダムと河口ダムの全計画が実現すると水源で約57万ma；日， 需要端で約53

万ms／日が確保され，昭和56年における需要端の供給水量は既存水源， 20万

2, 000m3／日をあわせて73万2,000m8／日になると予定されている。

16河川とはつぎのものである。東系列…一安波川・ 普及）11・新JJIJ 11・辺野

喜川，西系列…一奥間川 ・比地川 ・田嘉里川・大保川，中東系列 一・有津

Jll・大浦川・ 汀間川，中西系列・・・…平南川・ 源河川・羽地川の4系列14河川

とオククビ川・ 漢那川の2河川である。

しかし上記計画の実現は安定した自然の流出水が確保されることを前提と

していることを忘れてはならない。

沖縄本島の水需要は中 ・南部地域に集中し，一方，水供給への期待は北部

の山地森林地帯の河川水に集中している。前者の是正はある程度可能として

も，後者はほとんど改変不可能である。北部河川の一部は水道用水 ・農業用

水に利用されているが，他の大部分は未利用であるのに対して，中 ・南部地

域にはその地形 ・地質から流量的に期待できる重要河川が元来少ない上に，

その目ぼしいものはすでに開発しつくされてしまっているからである。

ともかく沖縄本島における経済 ・社会の発展と安定は北部山地における河

水資源の確保で決まるといって過言でなかろう。 中・南部のさんご石灰岩地

域では地下水利用が考えられるが，量的 ・質的に前者の比ではない。

そこでまず北部の山地流域を概観してみよう。

3. 北部山地の水流出

本島は南北に約120km，幅は広いところで 17km，狭いところは 3km に

過ぎず，きわめて細長い形状である。しかも北部地域では海抜高 500mにも

達する山を中軸線上に有するため， Jllはいずれも急勾配で短かく，延長 10

km内外のものが多い。最長河川の福地川で 27km にすぎず，小河川ばかり

である。最大流域は安波川の43.2kmである。昭和47年現在，河川法による

2級河川が本島に40あるが，その平均流路延長は数km, 流域面積は平均十

数km2に過ぎない。

しかも流域の表土はきわめて粘土分に富み，緊硬ち密な赤色土または黄赤

色土あるいは灰白化赤黄色土で，いずれも浸透能がきわめて低い。 地質も大
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部分の地域が透水性の悪い古生層基岩によ って占められている。

降雨量は多く，年雨量の地域分布は 2,000～3,000mm，降雨日数は 170～
180にも達する。月雨量は 5～6月の梅雨期と 8～9月の台風期に多く， こ

れらの月には降雨強度はきわめて高く，最大日雨量約430mm, 時 雨 量120

mmの記録がある。

これらのため降雨時の直接流出量は多ししたがって河川密度は比較的高

い。河川流量の実測資料はいまだ乏しいが，昭和38年以降4ヵ年の安波川・

福地JiI・田嘉里川・羽地川の測定によれば最大比流量14.3～19.3m3 /s/km2 

最小比流量0.0009～0.0087m3/s/km2であ り，また源河川・比地川・満名川

での 2年間の測定によれば年間河況係数は50～60から1,000～1,200で年によ

り変動が大きい。十分な資料がないため不確かであるが，一般的に洪水比流

量が大きく，計画洪水比流量は50～60m3/s/km2程度を採用すべきであると

考えられている。また低水流量はあまり大きくない。これらのことは前述の

流域条件からも推量されることである。

貯水ダムの効率をあげるためには，上流域の流出の一様性を高めることが

望まれる。その方法は森林の機能の向上に期待するほかになかろう。このこ

とを次項に述べる。

なお本土と異なり，いわゆる琉球石灰地帯にはかなりの地下水が賦存する

と考えられている。そして一部は古くより利用されている。とくに本島では

全面積の約20%にあたる石灰岩地帯が存在し，宮古島のそれとともに，ここ

に包蔵される地下水は相当のものと考えられるが，いまだその調査が不十分

であり，量はもちろん水質・水温にも検討すべき問題があるといわれている。

4. 流出条件の改善と森林

ダム ・河口堰の効率は流域からの流出状態によって変わり，流出は流域条

件によって決まる。 したがって，河水確保のためにより根本的に流域条件の

改善，少なくとも現状条件の悪化防止についての施策が必要となる。

流域条件は，気象・地質・土壌・地形・植被であるが，人為で改善できる

のは当然植被だけである。土壌の改善は植被のそれを通じて行なわれる。土

壌の改善には他に人為的方法が無いわけではないが，広域的実施は不可能で

あろ う，そこで流域条件の改善は植被条件の改善ということになる。
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植被改善のねらいは多数あるが，最重点は流域の浸透能と表土の安定の2

つである。前者の改善は降雨時の直接流出量を減じて無降雨時の低水流出量

を増加し， したがって直接的にあるいはダムの効率化を通して洪水害の軽減

や渇水緩和による利用水の豊富化に通じる。後者はダム・河口堰の埋設防止

を通して洪水防止 ・水確保の効率化に寄与する。

さて水土保全上望ましい森林植被の具備すべき条件は多々あるが，その最

重要条件を既往の研究成果によ ってみればつぎのよ うである。

まず森林水文学的に，①林地浸透能が高く，直接流出量が少ないこと，し

かも蒸散 ・遮断損失量ができるだけ少ないこと， ＠表土保持効果 の大 きい

こと，＠地面蒸発抑制効果の大きいこと，である。これらのことを森林生態

面に置き換えると， ①根糸が深く，多く， かっそのネッ トワークが土中に均

等に分布していること， ②厚い落葉落校層 ・腐植層を推積しており，かつ菌

根菌系網による不透水層の発達がないこと， ③平面的に切れ目のない， 厚い

林冠をもつこと，と なる。

以上を念頭において，沖縄本島北部山地の現存森林を概観しよ う。

北部地域面積の 8割近くを占める山地の大半はイ タジイを主とし，オキナ

ワワ ラジロガシ・イスノキ・イジュなどのほか280穏にも及ぶ多様な植物をま

じえる天然生広葉樹林である。固有の針葉樹はリ ュウキュウマツであるが，

その占める面積率は昭和46年現在8%程度で，ほとんどが人工下種造林によ

るものである。リュウキュウマツのほか， スギ・ヒノキ ・コウヨウザン・イ

ヌマキ ・モクマオウ ・センダン・エゴノキ ・タイワ ンハンノキ ・クヌギ ・テ

リハボク等の人工造林もきわめて小面積に試みられているが，これらの適地

は多くなく，今後の面積拡大は必ずしも大きくは期待できまい。 スラ ッシュ

マツ ・テーグマツ ・タイワンアカマツ等の造林試験における生長はかなり良

好であるが，やはり適地は小面積と考えられる。

小面積の適地でのスギなどの人工植栽木ではかなりの樹高 ・胸高直径に達

している単木もあるが，大半を占める天然生広葉樹林は一般に 40～50年生

で，その樹高はほとんど 7～8m，胸高直径は12～15cm，蓄積 50m3/ha程

度の林分が多い。

適地も広く，パノレフ。材生産を目標に人工下種造林が既往鋭意進められてき

たリュウキュ ウマツについては水源緬養上はマツ類に共通な問題点が指摘さ
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れている。すなわちマツ類には根に外生菌根菌が共生し，その年々の遺骸は

落葉層の下に累積し，いわゆる土壌菌系網層をつくる。 この層は水を反発

し，吸収しないので疎水性 ・不透水性で，雨水を表面流下させ，土壌浸透水

に加えない。この層は一斉単純林で発達が著しい。事実， リュウキュウマツ

の単純林流域にある泉がしばしば澗渇したが，戦時中このマツが伐採されて

以降はかなりの干ばつにも澗れな くなったとい う住民の話があるといい，ま

たマツ林流域では河川流量の変動がはげしい傾向があるといい，国頭村奥部

落等で水源福養林のマツ林の伐採を当局に訴えた事実があるという。

ともかく以上のような現森林が前述の具備条件にてらして水土保全上望ま

しいものといえないことは明らかで，改善が強く望まれる。

しかし改善できる見込みはあるのか。 沖縄はさすがに雨・光 ・温度に恵ま

れているが，強くて頻度の高い風と浅くてやせた土壊が制限条件となって，

現在のような必ずしも立派とはいえない森林が成立しているのではないかと

も考えられるからである。

しか しつぎの理由によっていちおう見込みはあると考える。まず戦前には

現状のそれよりかな り大きいウ ラジロガシその他の林木が各地に生育してい

たといわれること，また現地を詳細にみれば部分的に優良な林分がわずかな

がら介在していること。そこで在来樹種による改良目標林はあると考えられ

る。

それでは改良技術があるのか，県林業試験場の試みによれば除伐によりブ

ッシュ状の不良林分がより優良な林分に改善された事実がある。そこでこの

ことをよりどころとして，さらに除伐 ・施肥その他の改良施業を工夫すれば

改善の可能性は十分あると考えられる。

もちろん林相の改良には人工造林による林種転換も考えられる。これには

樹種と適地の選択の問題がある。県林業試験場その他の試験結果をよりどこ

ろと して，この問題を解決すれば，前記各樹種による人工造林の可能性はあ

り，それらの生育も悪くないと考えられる。しかしこれらの適地，とくに針

葉樹のそれは，広くなかろう。したがって人工造林は本島の森林の全面的改

良の決め手とはなり得まい。

現状では在来広葉樹に広域にわたって全面的に代わり得るような樹種は本

土樹種の中からも外国樹種からも見付かつてはいない。その生育が北部地域
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の大部分において風と土の条件に適応し得る樹種が戦前戦後の多数の試験に

もかかわらず発見されていないからである。

前述の住民の言などの真偽を軽々に判定することはできないが，水源酒養

面からみてリュウキュウマツ単純林に問題があるとすれば，これを改善しな

ければならないが，これには広葉樹との混交林によって解決する目途はある

と考えられる。

北部山地の森林は水源酒養林として明らかに改良の必要があるが，その重

点は面積の大半を占める現存広葉樹林の保育的手法による改良であり，非在

来穆I種の人工造林による林種転換による改良は可能なひろがりからいって従

たる位置を占めざるを得まい。前者に広い適用地域を考え，後者は一部の適

地に適用することを考えるのが穏当であろう。

ここで重要なことは，水土保全上望ましい森林現林分を改良する技術が完

成されたとき，実際問題として行政にこの技術が活用できるかどうかの問題

である。公益のために改良する事業であるから当然公費でなされるべきであ

る。しかしながらこのような林相改良は一方で森林所有者の利益に通じ，公

費投入は好ましくないという観点があり，これが将来とも陸路となろう。

しかしながら，一方，昭和48年度より民有林に対する林分改良開発事業や

保安林保育事業の補助事業が発足している。当面，両事業の目的とする補助

対象事業は限られており，上述の林相改良にはいまだ無縁であるが，これに

通ずる一つの行政上の新しい考え方が発想されたともみられる。また予防治

山事業の拡大という考え方もないわけではない。

ともかく林相改良の十分な技術さえできれば，これらの新しい考え方を発

展させることもまったく夢ではなかろう。

5. 森林と水保全に関する検討課題

沖縄本島北部の森林の重要性の最たるものはその水土保全機能への期待に

あると考える。本島における経済的 ・社会的生命線は水資源の確保にあり，

その確保の場は北部山地流域の流出水をおいて他にないからである。もちろ

ん，まず北部の森林を水源林として改良することの重要性を裏付ける事実の

客観的指摘をやめる必要がある。すなわち行政資料，既往関連調査資料，空

中写真等により将来のある時点における水需要の地域分布と需要量および可
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能な水供給の地域分布と供給量，林相・地質 ・土壌 ・地形の地域分布とその

特性等の詳細で妥当な把握とこれらの相互関係の検討によってつめられる必

要がある。

現在，林相が水源、酒養林として改良されねばならないことは明らかである

が，その目標林相を前述の具備条件にてらして概念的にえがくことはある程

度可能である。 一方，前述のように現存森林中にも詳細にみれば局所的に比

較的優良林分（天然生広葉樹林と人工林とを問わない〉が介在していることも

事実である。この優良林分がただちに水源林としてもっとも望ましく ，しか

も成立可能な林分であるとは考えられないが，これをよりどころとして現林

相の中で，水保全上望ましい林分の型とそうでない型の選別を試みることが

目標林相の決定に重要な先行課題の一つであろう。すなわち森林地帯を地文

諸条件で区分し，各地域で各種型の林分を調査対象にとり，林分と土壌の水

収支に関連する属性の調査を併せて，林地浸透能 ・降雨遮断 ・地表流出水土

等の個別森林水文現象を比較測定して，望ましい林分型の選択の基礎をつく

る調査が先行される必要がある。この結果と概念的な理想、林分との検討によ

って改良目標林相が把握されることとなろ う。

必ずしも望ましい状態にない現存森林の多くを確実で，かつできるだけ速

く目標林中目に移行させる施業方法の案出がはかられねばならない。前述のと

おり天然広葉樹林を改良するための除伐 ・施肥 ・肥料木導入等の保育的手法

を前述の地帯区分による各地の試験区で試験する必要がある。保育施業適用

の前後で林分の生態的変化と これに伴う森林個別水文現象の変化が把握され

ることによって改良施業方法が検討されよう。現存リュウキュウマツ一斉林

分への広葉樹の導入，あるいは両者の混交林の造成と浸透能調査によ って菌

糸網層の発達防止のチェッ クをする試験も必要である。前述の調査で人工造

林による林種転換が望ま しい樹種が明らかになれば、，その適地調査もまた必

要であろう。

水保全上望ま しい林相への現林相の転換による河川流量の変化を個別水文

現象の総合として渓流流域単位で試験する必要がある。すなわち現存広葉樹

林地帯に試験流域をとって水文観測を行ない，ある時期に林相改良施業を実

施して，施業前後の森林の生態的変化とこれに伴う個別水文現象の変化の調

査を併行して渓流流量の変化を測定することによって林相改良の効果が確認
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されよう。

各河川の流況と各流域の現林相との関係の多変量解析等により検討が行な

われることが，上記森林流域試験の結果の妥当な解釈のために必要であろ

つ。

琉球石灰岩地域において森林の水保全機能を補完する理水工法の選択の研

究もぜひ必要である。琉球石灰岩流域の森林が伐採され， パイナッフ勺レ畑が

開畑されて後湧泉が停止したという話もあり，真偽のほどはともかく，この

地域における土地利用と地下水の量 ・質との関係の研究も また必要であろ

フ。

6. 北部山地の土砂流出と海水汚濁

沖縄本島の山地森林地帯には山崩跡地やはげ山はあまりめだたない。この

山地に一見荒廃林地がめだたない理由はつぎのように考えられる。

北部山地のかなりの部分は粘板岩 ・砂岩等から成る古生層を基盤地質とし

ている。本土における調査を中心と した既往知識によれば古生層地質の地域

は一般に山崩に対して安定である。したがって元来，山崩が少ないのではな

いかと考えられる。

つぎに土壌にも原因があるのではないか。すなわち粘板岩等に由来する土

壌は顕著に赤い赤色土あるいは赤黄色土，灰白化赤黄色土で，これらはいず

れも粘土分に富み，堅硬ち密で，カベ状構造のものが多い。これらの土壌が

北部山地の大部分の地域，ほぼ高度 100～300m の地域を占めている。高度

300m前後以上山頂に至る地域では黄色土であるが，前者よ り分布範囲はせ

まい。ともかく，これらの土壊はいずれも浸透能がはなはだ低い。並雨では

10～15cm以下にはほとんど水がとおらないとさえいわれている。このため

一般に降雨時に地表流出水は多いが，急激な地中水の増加はなく，このため

山崩が起こりにくいと考えられる。この理由の当否はともかく ，ラテライト

土壌地帯で山崩現象が少ないことは東南アジアでも同様に指摘される。もち

ろんこの種土壌はいったん水を含むと膨潤して分散しやすくなり，地表流で

容易に運搬されるようになり，このため一般に表面侵食にはとくに弱い。こ

のことも東南アジアのラテライ ト土壌地帯に共通の事実である。

さらに多雨高温で日射に恵まれているため，表土が動かなければ，なんら
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かの植物の繁茂は容易で，一般に植生被覆は十分である。かりになんらかの

原因でいったん裸地面が発生しでも植被はしばしば自然復旧してしまう。

以上，地質 ・土壌 ・植被の諸条件から平時，仏l崩，はげ山がめだたないと

考えられる。

しかしながら，沖縄は台風常襲地帯で，台風性豪雨により小規模のものな

がら山地崩壊は しばしば発生しているのである。 1959年9月の第14号サラ台

風， 10月の第四号シャーロット台風， 11月の第20号エマ台風により大宜味・

国頭両村等北部地域で一部の山崩により人命の損失 ・家屋の倒壊 ・農地の埋

没等かなりの被害をだしている。この種山崩は山頂部台地からU字谷の急斜

面に移る傾斜変換点付近で起こったものが多い。北部地域の一部には貫入し

た花樹岩 ・斑岩とその周辺に各種片岩があり，また摺曲や断層作用によって

もまれた千枚岩 ・結晶片岩等も分布している。これら地質の地域では，その

岩種よりも，破砕された基岩の故に山崩の発生も十分考えられる。 しかし一

般に小規模で，しかも前述のようになんらかの植被の自然復旧が行なわれる

ため，めだたないのであって山崩は台風ごとに しばしば発生しているようで

ある。

事実，空中写真によって判読すると国頭村の山地一帯，名護市の汀間川流

域の山地と久志岳を中心とする山地， 今帰仁村 ・本部町にまたがる乙羽岳一

帯の山地には崩壊跡地がかなり存在するという。多いところは lkm2あたり

28.4ヵ所（汀問川流域）， 26.3ヵ所（乙羽岳のうち満名川流域山地）， 15. 1ヵ

所（国頭村内奥川流域）， 14.3ヵ所（乙羽岳山地のうち大井川流域） な どが

その例である。北部山地の主要河川流域約300km2の地域に約2,900ヵ所が存

在するという。これは 1km2あたり 9ヵ所強にあたる。

しかしこの判読では人為的裸地や正確にははげ地といわれるようなものま

でが含まれているようであり，またいずれも小規模のようで，大きいものは

ないようであるから，いまかりに 1ヵ所あたり0.Olha程度とすれば総面積は

数十ha程度となり，崩接面積率は本土の十分の一程度ということになろう。

いずれにしても山崩はあるが，頻度も 1ヵ所あたりの規模も大きくないこ

とは間違いないようである。

したがって， 山崩跡地は河川 ・海に流出する土砂の起源と しての責は大き

くないと考えられる。
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しかしながら，近年本島の沿岸海水の汚濁がすすんでいる。とくに東海岸

では東村の福地川河口海岸（平良湾〉，宜野座村潟原海岸等， 西海岸では大

宜味村の塩屋湾，名護市の真喜屋海岸，呉我川河口海岸や許田海岸等の沿岸

では汀線から数十m，ときには lOOmくらいまでの範囲の海水が流出泥土に

より降雨ごと にはなはだ しく赤濁する。最近では泥土の沈積が増加し，無降

雨時にもさ ざなみで沈泥がかきたてられ，ほとんど常時赤濁した海岸が増加

している。

このことが沖縄観光資源の中心である美しい海をそこなっているばかり で

なく，沈泥のためさんごは活力を失ない，オニヒトデの幼虫も食べなくなっ

てその繁殖を助長する一因とさえなり，ますますさんどが喰い荒される事態

となっている。もちろん養殖カキやモズク等の水産業を不可能としていると

ころも出てきているといわれる。

昭和50年9月開幕予定の海洋博覧会予定海岸は琉球石灰岩地域で，川の流

出がなく ，海面が汚濁していない。 恩納村伊武部の海中公園付近はじめ河口

から遠い磯海岸も現在のところ赤濁は起こっていない。しかしながら赤濁は

各河口からしだいに範囲をひろげていく傾向があ り，これらの未汚濁海岸も

こんごについては安全とはいえまい。

海水汚濁の原因である泥土流出はどこで起こるか。その大半は明らかにパ

イナッフ勺レ畑と各種道路で起こっている。

このことは観察踏査によっても明らかであるが，河川の濁度調査を行ない，

これと流域内のパイナッフ。／レ畑 ・荒地 ・人為による平坦地化の面積との関係

を調べた結果では河川赤濁の 7割程度はこの三者で説明でき， しかもパイナ

ッフ勺レ畑と平坦地がとくに関係が強いと推測されていることで裏付け られて

いる。

北部・中部の酸性赤色土地帯はパイナッフ。／レの適地である。 その開畑はブ

ノレ ドーザーにより傾斜山腹をけずりならして，かなりの大きさの緩斜畑また

は平坦畑が造成される。耕転機 ・小型ブルドーザ一等の農機の導入を可能に

するためである。このため時には 5～6mにも及ぶ高さの急斜切取法面と切

取土砂を谷に押し出しでかなり の高さの急斜盛土法面がつく られる。 また，

この地方のかなりの地区で赤黄色土の上層に厚さ lOcm程度の灰白化赤黄色

土がのっている。この土壌はパイナッフ勺レに適さないので取り除かれ，この
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ため緩傾斜地でも大量の浮き土が開畑時につくられることになる。また農機

と車のはいれる農道がつくられるが，これもかなりの裸地面をつくる。現在

の沖縄のパイナッフ。／レ栽培法では 5～6年目には株の更新を要し，ブ、ノレドー

ザ、ーで表土もはぎとり，新規に新株（肢芽〉をさす。このときもまたかなり

の土量が動き，新たな盛土法面が生ずる。しかも新株が畑面を完全に被覆す

るまでの 1年間は株聞に裸地面が存在する。以上，パイナッフ。ル畑にはかな

りの面積の裸地面があり，強雨による侵食にさらされている。

山地を通ずる道路は当然のことながら切取 ・盛土法面を各所にもつ。 U字

谷の急斜山腹には道路は少なく，山頂道路が多いが，その路面も強雨にさら

されている。現在工事進行中の沖縄縦貫道路建設は大量の浮き土砂と裸地面

をつくっている。

パイナッフ勺レ畑の開畑と道路の築設時に大量の浮き土が生じ，その直後に

降雨があればたちまち海に流出することももちろんであるが，これらになる

裸地法函は現在まったく放置されており，随所でリ Jレ侵食 ・ガリ侵食を起こ

している。

パイナッフ。ノレ畑と道路が海水を赤濁させている主要原因であることに間違

いない。まったく 無関係ではなかろうが村地の崩壊地は大した原因とはなっ

ていない。しかし，こんご注意しないと原因に加わる可能性のあるものがあ

る。一つは村内の土壌侵食，他は放牧場のそれである。

前述のように，北部 ・中部の山地は森林で完全におおわれており，表面侵

食は一見してまったく問題ないかのようにみられる。しかしながらつぶさに

林床をみるとリノレ侵食が生じている部分がある。とくに山頂部の緩傾斜地ま

たは台地からU字谷の急斜山腹面に移る“肩”の部分である。前述のように

浸透能に劣る土壌であるから，植被になんらかの切れ目があるとたちまちリ

／レが生ずることとなる。

つぎに北部の山地に肉牛生産の導入が考えられ，昭和46年，県により国頭

村安田の近くに約400haの肉牛育成牧場が設けられ，林地を人工草地に転換

して牛の放牧が試験的に実施されている。造成初期のせいもあろうが，草地

は必ずしも良好ではなく，急、斜部分でとくに不十分で，表面侵食がみられ，

こんごさらに加速侵食されるおそれは強いとみられた。本島での放牧は必ず

しも容易ではないとい う専門家の意見もあると聞くが，発展の仕方によ って
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はこんご新たな流出土砂源ともなりかねず，開発前から土砂流出防止への留

意が肝要であろう。

7. 土砂流出の防止

北部の傾斜地で，も っとも重要な産業の一つは現在のところパイナップノレ

栽培である。沖縄県の基幹産業の一つは観光であり，その支えは美しい自然

ことに清浄な海であるが，これに及ぼす土壌流出問題があっても，パイナッ

フ。／レ栽培は絶対にやめられないというのが実情である。

そこで栽培をつづけると同時に土壌流出防止対策に完壁を期さなければな

らない。

このような事情は，陸上交通は道路だけという本島では，道路築設につい

ても同様である。沖縄の林道密度は昭和46年現在 1ha当り国有林 1.7m, 

民有林1.0m，全国平均の国有林6.3m，民有林 5.9m に比べて貧弱であ

る。こんど林相改良のため多数の林道が開設されることが予想される。現に

県の振興計画によれば民有林で昭和56年には 1haあたり 7mに達するよう

計画されている。一般道路についても同様であろう。

パイナッフ勺レ栽培や道路建設と土壌流出防止とを両立させることは決して

容易なことではない。しかし，なんとしても達成しなければな らない。 栽培

を是認しての侵食防止方法の選択と実行が重要問題である。

これには二つの視点がある。一つはパイナッフ。／レの栽培方法の改善で，こ

れには敷草など地表被覆栽培，台湾方式のせまい等高線テラスによる集約栽

培，有機質肥料多用による更新期間の長期化等，裸地面を減少し，大量の浮

き土の発生を減少すること に通じる栽培法の採用で，改善の着眼点はすでに

あり，これらを実行するか否かの段階だとさえいう意見もある。

他の一つは積極的に土壌侵食防止方策を開発 し， 実行することである。 既

往の研究によれば，表面侵食防止の基本的考え方は植生その他による裸地面

の被覆による侵食防止と，いったん流出した土壌をできる限り侵食地点、に近

い流路で無害に貯留することである。いずれに しても現地に適応した方法の

開発が急がれる。

道路の法面の侵食防止，路面に由来する流出土砂の抑止についてもパイナ

ップル畑の場合と同様に方法が開発され，実施されることが強く望まれる。
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これらの赤色土あるいは赤黄色土の裸地斜面は，周辺の林内斜面の植被の

実態をみても，横生の生立がきわめて困難というものでもなさそうである。

ことに一次的になんらかの草生による被覆の可能性は十分あるとみられる。

現に一部道路で吹付緑化工を試験的に実施した例，石垣島である種の牧草を

試験的に植えた例によれば，研究しだいでかなり 有望とみられる。すなわち

各種の牧草による一次的被覆を検討することが考えられる。たとえば十数

cmt＂：い し数十Cmの草丈で，パーイナップ。ルや通行の障害にもならず，滑地に

も適応できる多年生のバヒアグラス， パーミューダグラス，ア／レタフェスク，

ダリスグラス等は試験してみる価値がある。白Iiニ者lよ短草全面被覆型！であ

り，後二者・はパンチ型ではあるが， 種子播き造成のやり方では全面被覆も可

能かも失uれない。 軽々にはいえないが，ダリスグラス， アノレタフェスクは牛

の刈取飼料も兼ねられるかも知れない。石垣島ではネピアグラスを刈取飼料・

を兼ねて侵食防止用に裸地面に育成することが一部で試みられているようで

ある。この牧草は草丈が 2111にも及ぶことがあるのと繁殖法が茎ざしである

点などに難点があろう。

もちろん，周辺地域で優勢であるススキなどの在来草による緑化試験を試

みることも重要である。その他暖地性，多年性， 中草丈のワィ ーピングラブ

グラス（牛好まず，火事の心配あり〉，パッフアロ ーグラス，ブルーグラス，

ベルベットグラス，ヴァインメスクワイト，ローズグラス，同じく短草丈の

カーペットグラスなども検討の対象であり得る。

a. 土保全に関する検討課題

沖縄における観光産業の中心は清浄伝海てeある。その汚濁は絶対に防止さ

れねばならない。このためまず流出土砂の起源と影響会客観的に明らかにす

る必要があろう。このことが土砂流出防止とその研究の必要性を具体的に裏

付けることとなる。現地調査， 空中写真調査、各種関連資料調査によって汚

濁の地域的・ H寺期的分布と程度，棟地面iの地滅的 ・時期的分布，汚濁の社会

的 ・経済的影響等の詳細な把握とこれらの相互関係の検討の結果等によって

これが達成されよう。

ある条件下では裸地傾斜面の植被の自然復旧が可能なことは林地荒廃地が

しばしば自然緑化することで明らかである。傾斜裸地面が自然緑化可能な地
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文その他の諸条件あるいは限界を明らかにすることが人為による裸地斜面の

っくり方を改善することになろう。既自然復旧荒廃林地と未自然復旧荒廃林

地を多数取り上げ，それらの地文 ・植生諸条件を比較調査することが前記可

能条件の検出の基礎と なろう。

自然緑化の不可能な裸地斜面は人為的に緑化しなければならなし、。林道の

切取り ・盛土法耐は一般に急斜で，その侵食防止には緑化工の実施が必要で

ある。効果的な草生被覆工の選択研究がぜひ必要であり，選択された方法が

パイナ yフ。ノレ畑の急斜裸地血iの侵食｜ジJ止にも応用 されよう。各種傾斜 ・方位

の；裸地試験斜面において前述の草種 ・工法種の各種組合せを多数実施し，草

生被覆の成立 ・発達 ・存続経過を比較検討することによって望ましL、侵食防

止方法が選出されよう。

渓間工による流出土砂の貯留についても，その効果的な工法の選択のため

に調査が必要であろう。微細な土粒子を主とする流出物だけに，その効果的

貯留には石磯 ・岩塊を主とする流出物の場合とは異なった構造 ・配置を要す

ることが考えられるからである。

9. おわりに

沖縄本島の森林を全面的に経済林として位置づけることには， 現状をもっ

てしては，いささか無理であろ う。

もちろん一部地域には適地があって，スギ ・イヌマキ ・エゴノキ ・テリハ

ボクなどを構造用材供給を目標として，あるいは適地が比較的広いリュウ キ

ュウマ ツ・タイワ ンハンノキなどをパノレプ用材供給を目的としてそれぞれ人

工造林を拡大することは可能であろ う。 県の振興計画による人工林率 の倍

増，すなわち昭和46年における約 8%をとfl｛：｛和56年までに約19%までにl高める

ことは可能かも知れなし、。もらろん適地適木調査が先行されね ばな らない

が。

問題は大部分の山地を占める前述の広葉樹林であり，その改良こそ重要で

あろう。これら森林，とく に前述16河川流域の森林を水源函養林として位置

づけ，また海岸線にせまる山腹のごとき急斜面の森林を土砂崩壊あるいは土

砂流出防備林として位置づけ，より望ましい林相に改良 ・維持することこそ

重要であろう。北部山地の河水資源の確保が沖縄本島の社会 ・経済の発展と



中野沖縄におげる森林と水土保全 65 

安定のかぎであると考えられるとき，このことこそ当面沖縄林政の最重要事

ではなかろうか。しかもこの林相改良が将来のより広域における経済林業展

開の基盤っくりにも通じよう。

またわが国では特異な自然景観を呈する林相を強調するような亜熱帯林の

育成と，特異な樹木すなわちへゴ ・タコノキ ・ヤシなどの樹芸的林業の経営

が観光産業と結びつけてきめ細かく実施されることもまた前者に優るとも劣

らず重要と考える。工芸胤材としてのエゴノキ ・センタン等の造林もこれと

軌をーにするものであろう。ギンネムの実さえ観光土産品として活用され得

る事実に着Idする必要があろ うυ

一方， 沖縄観光資源の中心である清浄な泌を守るため，急、斜裸地面の侵食

防止緑化工の選択と実行は緊急事：である。 困土保全を標梼する林政の立場か

らも， 山腹緑化技術にベースをもっ治山の立場からも，林道法面の緑化技術

の選択と実行が先導的役割を果たす必要がある。なお，これらの検討のある

ものは奄美諸島その他や，ときには東南アジア諸国の同種問題の検討に参考

になるかも知れないことを付言しておきたい。

（林業試験場，治山科長， 農博〕
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